業績一覧 (2015)
1. 論文
1) Epigastric heteropagus associated with an omphalocele and double outlet right
ventricle.
Tatsuma Sakaguchi, Yoshinori Hamada, Yusuke Nakamura, Yuki Hashimoto,
Hiroshi Hamada, A-Hon Kwon.
Journal of Pediatric Surgery Case Reports, 3, 469-472, 2015/03
2) Segmental dilatation of the intestine: results of a nationwide survey in Japan.
Tatsuma Sakaguchi, Yoshinori Hamada, Kouji Masumoto, Tomoaki Taguchi.
Pediatric surgery international，31(11)，1073-1076，2015/11
3) Segmental dilatation of the intestine.
坂口達馬、濵田吉則、高橋良彰、中村有佑、濵田 洋、權 雅憲、増本幸二、田口
智章
小児外科，47(4)，400-404，2015/04
4) Sorafenib の投与後に根治切除を施行しえた進行肝細胞癌の 4 例
坂口達馬、石崎守彦、海堀昌樹、松井康輔、飯田洋哉、權雅憲
Therapeutic Research，36(4)，371-375，2015/04
5) 抗凝固療法が奏功した食道癌化学療法中の右内頸-上大静脈感染性血栓症
山田正法、中井宏治、山道啓吾、駒井宏好、吉岡和彦、權 雅憲
癌と化学療法，42(7)，855-857，2015/07
6) PDCA(Plan-Do-Check-Act)を利用したがん地域連携パスの取り組み
植田愛子、齊藤卓也、上田美緒子、伊地知武志、中務 匠、松本純也、山賀洋子、
菱川秀彦、田中宏典、田中義人、山道啓吾
癌と化学療法，42(10)，1197-1201，2015/10
7) S-1 による化学放射線療法が奏効した下部胆管癌術後肝門部再発の 1 例
山道啓吾、末吉裕幸、田中義人、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦節、尾崎岳、
齊藤卓也
癌と化学療法，42(12)，1576-1578，2015/04
8) 臍帯ヘルニアを伴った上腹体
坂口達馬、濵田吉則、高橋良彰、中村有佑、濵田 洋、權 雅憲、増本幸二、田口
智章
小児外科，47(11)，1165-1168，2015/11

2. 学会発表
国内学会・研究会（特別演題）
1)

第 13 回日本ヘルニア学会学術集会 シンポジウム

2015/05/22-23 (2015/05/23)

名古屋
細径単孔式鼠径ヘルニア修復術

(Needle TANKO-TAPP)

―より優れた整容性

と疼痛の軽減を目指して―
山道啓吾、齊藤卓也、菱川秀彦、植田愛子、田中義人
2) 4th Reduced Port Surgery Forum 2015 (第 9 回単孔式内視鏡手術研究会） パネ
ルディスカッション 2015/07/31-08/01(2015/08/01)
細径単孔式鼠径ヘルニア修復術(Needle TANKO-TAPP)の手術成績と標準化
山道啓吾、齊藤卓也、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦節、田中義人

3) 第 77 回 日 本 臨 床 外 科 学 会 総 会

ビデオワークショップ

2015/11/26-28

(2015/11/28)
単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術における細径鉗子の有用性について
山道啓吾、坂口達馬、植田愛子、松浦節、田中義人
4) 第 28 回日本内視鏡外科学会総会 ワークショップ 2015/12/10-12 (2015/12/12)
細径単孔式鼠径ヘルニア修復術（Needle TANKO-TAPP）の有用性
田中義人、山道啓吾、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦節
国内学会・研究会（一般演題）
1) 第 12 回 Needlescopic Surgery Meeting 口演（主題） 2015/01/31 北九州
細径単孔式鼠径ヘルニア修復術(Needle TANKO-TAPP)における BJ needle の有用
性について
山道啓吾、齊藤卓也、菱川秀彦、植田愛子、田中義人
2) 第 12 回 Needlescopic Surgery Meeting 口演

2015/01/31 北九州

当科における細径鉗子を利用した単孔式腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術
齊藤卓也、山道啓吾、菱川秀彦、植田愛子、田中義人
3) 第 16 回関西がんチーム医療研究会 口演 2015/02/28

大阪

当院での緩和ケア地域連携パスに関する取り組み
大原美穂、植田愛子、菊池亨子、山賀洋子、齊藤卓也、江口典孝、山道啓吾
4) 第 16 回関西がんチーム医療研究会 口演 2015/02/28

大阪

BV＋FOLFOX6 投与中の高アンモニア血症
南一典、植田愛子、菱川秀彦、大石洋平、近藤智仁、高木賢太郎、藤本裕介、上
野達也、山道啓吾
5) 第 604 回大阪外科集談会 口演 2015/03/14 大阪
急速に増大した異時性肝細胞癌腹膜播種の 1 例
四十万谷 卓也、田中義人、菱川秀彦、植田愛子、齊藤卓也、山道啓吾
6) 第 115 回日本外科学会定期学術集会 口演 2015/04/16-18(2015/04/17) 名古屋
アシアロシンチ GSA-Rmax を用いた、障害肝併存肝癌切除術における術後肝不全
回避のための推定残存肝機能評価
坂口達馬、海堀昌樹、近藤千博、矢野公一、松井康輔、石崎守彦、飯田洋也、松
島英之、井上健太郎、權雅憲
7) 第 605 回大阪外科集談会 口演 2015/05/16 大阪
緩徐に増大した腸間膜原発悪性リンパ腫の 1 例
大石洋平、田中義人、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦 節、山道啓吾
8) 第 17 回日本医療マネジメント学会学術集会
大阪

口演

2015/06/12-13(2015/06/12)

地域の基幹病院としての健康啓蒙活動の取組み

―大阪市大正区健括セミナー開

催―
山道啓吾、木田幸知、柴田香奈、唐川正洋、樫原秀一、門林順子、薮野啓子、筋原
章博
9) 第 69 回日本食道学会学術集会 ポスター 2015/07/02-03 (2015/07/03)横浜
胸部食道癌手術における術後合併症軽減を目指した再建法の工夫
山道啓吾、齊藤卓也、道浦

拓、菱川秀彦、植田愛子、向出裕美、福井淳一、山田

正法、中井宏治、井上健太郎、權 雅憲
10) 第 69 回日本食道学会学術集会 ポスター 2015/07/02-03 (2015/07/03)横浜
食道癌 Oncologic emergency の 1 例
齊藤卓也、山道啓吾
11) 第 37 回日本癌局所療法研究会 口演（主題関連演題）2015/07/10 千葉
S-1 による化学放射線療法が奏効した下部胆管癌術後肝門部再発の１例
山道啓吾、田中義人、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦 節、齊藤卓也
12) 第 70 回日本消化器外科学会総会 口演（要望演題） 2015/07/15-17 (2015/07/17)
浜松
若年成人男性に対する細径単孔式腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術
(N-SILPEC)の経験
山道啓吾、齊藤卓也、菱川秀彦、植田愛子、田中義人
13) 第 606 回大阪外科集談会 口演 2015/07/18 大阪
腹部 CT で偶然発見された腸間膜原発神経内分泌腫瘍の 1 例
大石洋平、田中義人、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦 節、山道啓吾
14) 4th Reduced Port Surgery Forum 2015

口演

2015/07/31-08/01(2015/08/01)

秋田
若年成人男性に対する細径単孔式腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術(Needle
SILPEC)の検討
田中義人、山道啓吾、齊藤卓也、坂口達馬、菱川秀彦、植田愛子、松浦節
15) 第 17 回関西がんチーム医療研究会 口演 2015/08/29

大阪

多職種連携によるチームアプローチにより自宅退院できた 2 事例
大原美穂、菊池亨子、植田愛子、江口典孝、保田和美、山道啓吾
16) 第 17 回関西がんチーム医療研究会 口演 2015/08/29

大阪

オキサリプラチンの再々導入時にアレルギー症状を呈した 1 例
廣田竜一、稲田香里、南一典、植田愛子、山道啓吾
17) 第 28 回日本小切開・鏡視外科学会 口演（企画） 2015/09/04-05(2105/09/05) 福
岡
単孔式鼠径ヘルニア修復術(TANKO-TAPP)におけるわれわれの工夫

山道啓吾、坂口達馬、植田愛子、尾崎岳、松浦節、田中義人
18) 第 18 回近畿外科病態研究会

口演 2015/09/19 大阪

初回根治切除困難な大腸癌および直腸癌に対する Capecitabine による術前化学放
射線療法の検討
坂口達馬、菱川秀彦、松浦節、田中義人、山道啓吾
19) 第 607 回大阪外科集談会 口演 2015/09/19 大阪
腸管嚢腫様気腫症の 1 例
島田崇広、田中義人、坂口達馬、植田愛子、松浦 節、山道啓吾
20) 第 70 回日本大腸肛門病学会

口演 2015/11/13 名古屋

直腸癌術後異時性多臓器転移に対する集学的治療により長期生存が得られた 1 例
松浦節、徳原克治、中谷和義、吉岡和彦、權雅憲
21) 第 608 回大阪外科集談会 口演 2015/11/14 大阪
診断に苦慮した腸結核の１例
草開隆佑、田中義人、坂口達馬、植田愛子、尾崎 岳、松浦 節、山道啓吾
22) 第 77 回日本臨床外科学会総会 示説 2015/11/26-28(2015/11/26) 福岡
異時性多臓器転移をきたした再発直腸癌に対し集学的治療を行い長期生存を得た 1
例
松浦節、徳原克治、中谷和義、吉岡和彦、權雅憲
23) 第 77 回日本臨床外科学会総会 口演(研修医セッション) 2015/11/26-28
(2015/11/27) 福岡
直腸癌術後異時性多臓器転移に対する集学的治療により長期生存が得られた 1 例
大石洋平、田中義人、坂口達馬、植田愛子、松浦 節、山道啓吾
24) 第 77 回日本臨床外科学会総会 口演(研修医セッション) 2015/11/26-28
(2015/11/28) 福岡
空腸間膜原発神経内分泌腫瘍の 1 例
高田 隆太郎、田中義人、植田愛子、坂口達馬、松浦 節、山道啓吾
25) 第 28 回日本内視鏡外科学会総会 口演 2015/12/10-12 (2105/12/10) 大阪
前立腺全摘後の鼠径ヘルニアに対する単孔式鼠径ヘルニア修復術(TANKO-TAPP)
山道啓吾、菱川秀彦、坂口達馬、植田愛子、松浦 節、田中義人
講演
1) 武田薬品社外講師講演会 2015/01/27 大阪
StageIV 再発大腸癌の治療
山道啓吾
2) 関西医科大学・済生会泉尾病院懇親会 2015/02/12
当科における地域連携と最新医療の取組み

大阪

山道啓吾、齊藤卓也、菱川秀彦、植田愛子、田中義人
3) 大鵬薬品社外講師講演会 2015/03/06 大阪
S-1 による化学療法と放射線療法が奏効した下部胆管癌術後肝門部再発の１例
山道啓吾、齊藤卓也
4) 大正泉尾フォーラム 第 21 回病診連携研修会 2015/08/22 大阪
地域の基幹病院としての健康啓蒙活動の取組み―大阪市大正区健活セミナー開催
―
山道啓吾
5) 済生会泉尾病院キャンサーボード 2015/10/08 大阪
S-1 による化学放射線療法が奏効した下部胆管癌術後肝門部再発の１例
山道啓吾
6) 平成 27 年度 第 7 回大正区民のための健活セミナー 2015/10/15 大阪
身近な外科疾患 鼠径ヘルニア(脱腸)の最新治療
山道啓吾
7) 平成 27 年度 第 7 回大正区民のための健活セミナー 2015/10/15 大阪
身近な外科疾患 ヘモ(痔)の最新治療
田中義人
8) 武田薬品社外講師講演会 2015/11/13 大阪
集学的治療が奏効し、長期生存が得られた進行再発結腸癌の 1 例
山道啓吾
9) ヤクルト社内研修会 2015/12/14 大阪
進行大腸がんに対する集学的治療
山道啓吾
10) 大鵬薬品工業 社内研修会 2015/12/18 大阪
進行大腸がんに対する集学的治療
山道啓吾

3. 座長
1) 第 17 回日本医療マネジメント学会学術集会 2015/06/12-13 大阪
一般演題（ポスター）教育 P4 座長
山道啓吾
2) 第 18 回近畿外科病態研究会

2015/09/19 大阪

特別講演 座長
山道啓吾
3) 第 2 回大腸がん治療セミナー 2015/10/02 大阪
講演 I・II 座長

山道啓吾
4) 第１回大阪ベイエリア緩和ケア研究会 2015/10/24

大阪

講演 I 座長
山道啓吾
5) 第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015/12/10-12 大阪
ワークショップ 33 司会
山道啓吾

4. その他
1) 第 18 回近畿外科病態研究会
当番世話人
山道啓吾

2015/09/19 大阪

